
初心者さんも、常連さんも必読!!  

『みちくさ屋』の利用方法 
 
  

「GO!GO!みちくさ屋」は YA(ヤングアダルト＝10 代)向けの情報ペーパーです。

す。 

那珂川市図書館 

2022年 2月発行 

編集 如月  

★つれづれ帳 
 みんなの交換ノートのようなものです。 

 登録・相談カウンターに置いています。 

 使う時は、カウンターのスタッフまで♪ 

★ＭＴボード＆ペーパー 

 ＭＴ＝「みんな・ともだち」の略 

 みんなの交流のボードです。 

 専用のペーパーがみちくさ屋にあります。 

書き終わったらポストに入れてね♪ 

 担当が後日張り出します。 

★プレゼントの部屋 
 図書館で購入している雑誌のふろくを 

抽選でプレゼント！ 

 奇数月→プレゼント応募期間 

 偶数月→当選者発表・交換期間 

★ＧＯＧＯみちくさ屋 
 みちくさ屋の通信です。 

 年 3回（春・夏・冬休みの前）発行。 

みんなの原稿を随時募集中です。 

詳しくは前のページを見てね！ 

★テーマ展示 
 毎月、テーマを決めて本を展示します。 

ステキな本に出会えるかも♪ 

★カラーイラスト 
形式自由！皆さんの力作お待ちしていま

す！カラーイラストはみちくさ屋に掲示

後、カウンターに保管している‘カラーイ

ラストブック’に保存しています。過去の

作品が見たい時は、カウンターに来てね♪ 

つれづれ帳・ペーパーともに誰でも利用

できます。イラストやメッセージ等を 

自由に書いてください。 

ただし――友達の悪口やイタズラ書き、 

ノートを破ったりは絶対にしないで 

下さいね！ 

◎ 図書館内での飲食は禁止 

です。携帯電話の使用など 

マナーを守りましょう。 

「みちくさ屋」はＹＡ（ヤングアダルト＝10 代）のための交流スペースです。 

は図書館休館日（特別整理期間：3/11～3/31）     

〒811-1253  福岡県那珂川市仲 2-5-1     

TEL(092)954-3737    FAX(092)954-3377 

https://library.mirika.or.jp（図書館 HP） 
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次回の Go!Go!みちくさ屋は 7 月頃発行予定です！ 

みなさんのいろんなオススメを教えてくださいね♪ 

  

『南総里見八犬伝』（全 4巻） 
滝沢 馬琴／原作  

偕成社 【N タ】 

※他、松尾 清貴／文、 

静山社出版（全 5巻）も所蔵。 

 

 

 

 

〔P.N.屋根さん〕 

〔P.N.名前なしさん〕 

『メディコ・ペンナ』  
蓮見 恭子／著  

ポプラ社 【F ハス】 

 

 

 

そろそろ卒業シーズンですね。 

卒業生のみなさん、ご卒業おめでとうございます。 

 

暦の上ではもう春になるはずですが、 

まだまだ寒いのでこたつから出られません。 

みなさんも風邪をひかないように、 

あたたかくしてお過ごしください。 

 

さて、図書館は 3月 11日から 3月 31日まで、 

システム入替え作業などの関係でお休みです。 

長いお休みになってしまいますが、4 月からは 

いろいろと新しいシステムが利用できるように 

なる予定なので、楽しみにしていてくださいね。 

 

  （如月） 

 『日本現代怪異事典』 
朝里 樹／著 笠間書院 

【388.1 アサ】 

 

 

〔P.N.ネコさわりたいさん〕 

『錆喰いビスコ』 

(①～⑧以下続刊) 
瘤久保 慎司／著 

KADOKAWA 【F コブ】 

  

〔P.N.おさかなさん〕 

『ラストは 

初めから決まっていた』 
小手鞠 るい／著   

ポプラ社 【F コデ】 

 

 

〔P.N.イヌさん〕 

☆ 今回の投稿者さんたち ☆  

〔P.N.名前なしさん〕 

〔P.N.ネコさわりたいさん〕 〔P.N.おさかなさん〕 

〔P.N.屋根さん〕 〔P.N.イヌさん〕 
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〔P.N.おさかなさん〕 

『クジラのおなかに 

入ったら』  
松田 純佳／著 ナツメ社 

【489.6 マツ】 

 

 

＊関連 CD・本の紹介＊ 

（尾崎豊さんの CDや本は、以下のタイトルも所蔵しています） 

 
≪CD≫ 

『愛すべきものすべてに－YUTAKA OZAKI BEST』 

ソニー・ミュージックレコーズ 【CD ポップ日 オザ】 

≪本≫ 

『普通の愛』 尾崎 豊／著 角川書店 【F オ】 

『堕天使達のレクイエム』 尾崎 豊／著 角川書店 【F オ】 

『尾崎豊全詩集』 尾崎 豊／著 シンコー・ミュージック 

【911.6 オ】 

＜投稿者さんからの紹介文＞ 〔P.N.Rayさん〕 

♪太陽の破片 
      尾崎 豊／歌手

『BLUE ～A TRIBUTE TO YUTAKA 

OZAKI』 SME Records  

【CD オムニバス邦楽 ｵ】に収録。 

 

曲の紹介 

◇ 予約・リクエストについて ◇ 

探している本が見つからない（貸出中、所蔵無し）時は、1人 7件まで 

“予約・リクエスト”をすることが出来ます。 

書名などを記入した予約・リクエスト用紙を登録・相談カウンターに 

持ってきてください。 
 

※コミックやＣＤ、ＤＶＤはリクエストできません。 

貸出中の時の予約はできます。 

 

〔P.N.ネコさわりたいさん〕 

『ヨーロッパの民族衣装』  
芳賀 日向／著 

グラフィック社 

【383.1 ハガ】 
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